
MAFOU

INP SERIES



R.INP S.INP N.INP

ストロークする人のくせに合わせたネックポジション移動が可能

その日の芝に合わせた最適な重心調整が実現

特殊構造によるやわらかい打感

遂に組替式パターの時代が到来

ヘッドが返りにくい
近く構えやすい

セッティングアドバイス

※ネックなし直付けは対象外。

・普段、右寄りに置いて
　フェースを被せている人→Ａ側へ
・普段、左寄りに置いて
　フェースを開いている人→Ｂ側へ
・普段、引っ掛けやすい人→Ｃ側へ
・普段、押し出しやすい人→Ｄ側へ

ヘッドが返りやすい
遠く構えやすい

アッパーに構えやすい ダウンに構えやすい

ネックセッティングバリエーション
R.INP　S.INP　N.INP　共通



３２インチ
\9,800　＋　消費税

３３インチ ３４インチ ３５インチ ３６インチネック装着の場合

３０．５インチ ３１．５インチ ３２．５インチ ３３．５インチ ３４．５インチネックなしの場合

※オーダーメード注文でシャフトの標準長さ以外のご要望にお応え致します。

※オーダーメード注文で他メーカーへの変更も可能です。

レッド ブルー ピンク

パープル オレンジ ブラック

選べるカラー　６種類
グリップ

選べる長さ　５種類
シャフト



R.INP

・ボールを打ちやすいフェ－スの厚み

・最も地面に近い位置にあるソールラインが構えやすさを倍増させる

・重心の上げ下げによりボールの転がりをコントロール

ヘッドセット内容

仕様

・ロフト角 ３度

・ライ角 ７０度

・重さ　約４５９ｇ　～　５６７ｇ

（パタークラブの重さは組合せによって変わります。）

別売品 シャフト　\9,800　＋　消費税

ネック ウエイトｘ２ ソケットｘ２ バックプレートｘ２ソール AL/ST

\5,800 
+ 消費税

\5,000 
+ 消費税

\1,600
+ 消費税

\600 
+ 消費税

\2,000 
+ 消費税

・R.INPヘッド（色選択 白/黒）

・専用ヘッドカバー

・ネームタグ

・ネームタグ用イニシャルシール

・トルクレンチ

・トルクレンチ収納袋

・塞ぎ用キャップ（締付ネジ付）

・ネック固定ピース ２コ

・ソール取付用ネジ ２本

・取扱説明書/保証書

・組み立て手順書/解説書

\16,800　＋　消費税



・スタンダードなパターに近いシンプルなイメージ

・幅広いウエイト調整

・重心の上げ下げによりボールの転がりをコントロール

ヘッドセット内容

仕様

・ロフト角 ３度

・ライ角 ７０度

・重さ　約４７９ｇ　～　５７２ｇ

（パタークラブの重さは組合せによって変わります。）

別売品 シャフト　\9,800　＋　消費税

ネック ウエイト バックプレートｘ２ソール AL/ST

\5,800 
+ 消費税

\5,000 
+ 消費税

\700
+ 消費税

\1,200 
+ 消費税

・S.INPヘッド（色選択 白/黒）

・専用ヘッドカバー

・ネームタグ

・ネームタグ用イニシャルシール

・トルクレンチ

・トルクレンチ収納袋

・塞ぎ用キャップ（締付ネジ付）

・ネック固定ピース ２コ

・ソール取付用ネジ ２本

・取扱説明書/保証書

・組み立て手順書/解説書

\16,800　＋　消費税

S.INP



・重心の上げ下げによりボールの転がりをコントロール

・フェ－スが薄く後ろにのびるウエイトラインが地面と水平に振るイメージを倍増させる

・後ろにのびるウエイトラインと地面に近いソールラインがまっすぐ構えやすくする

ヘッドセット内容

仕様

・ロフト角 ３度

・ライ角 ７０度

・重さ　約４５５ｇ　～　５６０ｇ

（パタークラブの重さは組合せによって変わリます。）

別売品 シャフト　\9,800　＋　消費税

ネック ウエイトｘ２ソール AL/ST

\5,800 
+ 消費税

\5,000 
+ 消費税

\2,700
+ 消費税

・N.INPヘッド（色選択 白/黒）

・専用ヘッドカバー

・ネームタグ

・ネームタグ用イニシャルシール

・トルクレンチ

・トルクレンチ収納袋

・塞ぎ用キャップ（締付ネジ付）

・ネック固定ピース ２コ

・ソール取付用ネジ ２本

・取扱説明書/保証書

・組み立て手順書/解説書

\16,800　＋　消費税

N.INP



アタッチメントケース（中身は別売り） \24,000　＋　消費税

\140,000　＋　消費税アタッチメントセット

N.INP用ヘッドカバー
\3,800　＋　消費税

専用トルクレンチ
\3,800　＋　消費税

R/S.INP用共通ヘッドカバー

アタッチメントセット内容
・R.INPヘッド（色選択　白/黒） ・シャフト（３本）下記セットのうち１セットを選択

　　Sセット　32インチ/33インチ/34インチ
　　Mセット　33インチ/34インチ/35インチ
　　Lセット　34インチ/35インチ/36インチ

・S.INPヘッド（色選択　白/黒）
・N.INPヘッド（色選択　白/黒）
・ソールST（色選択　白/黒）
・ソールAL(色選択　白/黒） ・R/S.INP用共通ヘッドカバー（１個）

・ネームタグ（イニシャルシール付）
・N.INP用ヘッドカバー

・専用トルクレンチ ・ネジケース（予備一式）
・ネック（Ｓ/M）２種
・ネック固定用ピース（２個）

・R.INP用バックプレート（２枚）
・R.INP用ソケット（Ｓ/Ｌ）２種
・取扱説明書/保証書

※ヘッドに取付済の塞ぎキャップは万が一破損の場合、別売りにて　\600　+　消費税　となります。
※ヘッドカバーにネームタグは標準装備されていますが万が一破損等で購入したい場合は　\500　+　消費税　となります。

・組み立て手順書/解説書

・R.INP用ウエイト
・S.INP用バックプレート（２枚）
・S.INP用ウエイト（S/M/L)３種 ・N.INP用ウエイト（S/M/L)３種

・アタッチメントケース

\3,800　＋　消費税



S.INPヘッド
S-01WH

\16,800　+　消費税
S-01BK

R.INPヘッド

部　品　名

部品価格表

イメージ 型　式 価　格

白
黒
白
黒

N.INPヘッド
N-01WH

\16,800　+　消費税
N-01BK

白
黒

ソールST
　　　（スチール）
ソールAL
　　　（アルミ）

S-11WH
\5,800　+　消費税

S-11BK
白
黒

S-12WH
\5,800　+　消費税

S-12BK
白
黒

ネックＳ S(S-41) \5,000　+　消費税

ネックＭ L(S-43) \5,000　+　消費税

ネック固定用ピース (S-51)  x2 \1,000　+　消費税

ＲウエイトソケットＳ

ＲウエイトソケットL

Ｒウエイト

S(R-61)  x2 \600　+　消費税

L(S-62)  x2 \600　+　消費税

(R-71)  x2 \1,600　+　消費税

ＳウエイトＳ S(S-71) \700　+　消費税

ＳウエイトＭ M(S-72) \700　+　消費税

ＳウエイトＬ L(S-73) \700　+　消費税

ＮウエイトＳ S(N-71)  x2 \2,700　+　消費税

ＮウエイトＭ M(N-72)  x2 \2,700　+　消費税

ＮウエイトＬ L(N-73)   x2 \2,700　+　消費税

Ｒバックプレートウエイト (R-81)　x2  \2,000　+　消費税

Ｓバックプレートウエイト

株式会社　シャノワ物産　（卸・小売）
MAFOU　GOLF　販売事業部
〒３７３－０８２７　群馬県太田市高林南町４５５－３
ＴＥＬ：０２７６－４０－６６２２　ＦＡＸ：０２７６－４０－６６２３

株式会社　オーエフ　（製造・小売）
〒３７３－０８２７　群馬県太田市高林南町４５５－３
ＴＥＬ：０２７６－４０－６６１１　ＦＡＸ：０２７６－４０－６６１２

株式会社　シャノワ　（小売）
〒３６０－０２３１　埼玉県熊谷市飯塚３６２－１
ＴＥＬ：０４８－５６７－２０２０　ＦＡＸ：０４８－５６７－２０３０

(S-81)　x2 \1,200　+　消費税

R-01WH
R-01BK

\16,800　+　消費税

適用表
R.INP S.INP N.INP

カタログ写真はイメージです。
部品は若干異なる場合がございますのでご注意ください。

MAFOU  GOLF 
〒３７３－０８２７　群馬県太田市高林南町４５５－３
　ＴＥＬ：０４８－５７７－６３６３　ＦＡＸ：０４８－５７７－６７５５
http://www.mafou.jp
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